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本日の卓話

過去 3 回の修正出席率
9/5：98.25% 9/12：94.74%

9/19：98.28
ｼﾞｬﾝ
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「 砂漠の故郷と日本とロータリー 」米山学友(元奨学生) 張 素芳様

【10 月 3 日第 1950 回例会 会長挨拶】
昨日は、伊勢神宮で 20 年に一度の式年遷宮、遷御の儀が厳かに行われました。今月は職業奉仕・米山月間です。
職業奉仕は五大奉仕の中でクラブ奉仕の次に位置付けられている大変重要な部門です。
「自分の職業を通じて社会
に奉仕をする」ですが非常に理解しにくいと言われています。一般の辞典には載っていないロータリー用語で「職
業を営む事(お金を儲ける事)が世のため人のための奉仕となる」と言う意味ですが、ここが一番難解な部分だと言
われています。ポイントは「職業を営む心」(お金を儲ける)も「奉仕の心」(世のため人のために尽くす心)も同じ
一つの心で有ると理解し「人を泣かせる様な金儲けをしてはいけない、非道徳的、非社会的行為をして金儲けを
してはいけない。すなわち、世のため人のために成る様な金儲けをしなければいけない」一言で表現するなら「世
のため人のために奉仕をする心を持って職業を営むべし」となります。毎月第一例会に唱和しています四つのテ
ストも職業奉仕の実践において重要な言葉です。米山奨学事業とは、日本最初のロータリークラブの創立に貢献
した実業家、米山梅吉氏の功績を記念して発足した日本全国のロータリーアンの寄付を財源とする民間の奨学団
体です。元々は「１ヶ月のタバコ代を節約して留学生支援に」というスローガンの元に、1952 年に東京 RC で
始められたそうです。今月米山奨学委員会の皆さんがご寄附をお願いします。ご協力をお願い致します。

前回の卓話

｢ガバナー補佐訪問｣ 国際ロータリー第 2760 地区西三河中分区ガバナー補佐 梅村憲一君

今回の例会に先立ち、会長幹事懇談会をさせて頂きました。ガバナー補佐の役目として、RI 会長やガバナーか
らのメッセージを伝えるということがあります。今年度 RI テーマは「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人
生を」です。ロータリーを通じて私たち 1 人１人の潜在能力に目を向ける時です。ロータリーは私たちをより
高め、より多くの事をさせ、自分たち自身以上に大きな存在の一部にさせてくれます。私たちがどれだけロータ
リーに与えたかに係わらずそれ以上の恩恵を得ます。潜在能力を引き出しましょう。これは自分次第です。ロー
タリーの奉仕を実践すること、参加すること、やる気を持ち続けること、ロータリーの中に見出せる贈り物を日々
思い出すことで可能となるのです。私たちは共にロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を実践します。
ガバナー方針は「磨いて輝こう」とされました。ロータリーに積極的に参加し、自分と周りを磨き上げ、輝か
しい人生に変えていこう。ロータリーは単なる奉仕団体に留まるものではありません。多様な職業の会員基盤の
おかげで、他団体が見ることの出来ない課題や機会を捉え、職業スキルを生かして奉仕します。ロータリーは地
域社会を改善しながら社会的な影響をもたらしています。ロータリアンであることは、自分にとってどのような
意味があるのか今一度考えてみて下さいとおっしゃっていました。又会員増強の目標を掲げています。ロータリ
ーの組織を強化し、財団の活動を活発化させるためにも必要です。7 月時点での 2760 地区の会員数は 4777
名です。数年後には 5000 名になれるようご助力をお願いしたいと思います。

会長幹事懇談会

卓話：梅村憲一様

鈴木ローターアクト会長

 ご来訪者

ガバナー補佐 梅村憲一君(豊田東 RC)
地区副幹事
岩瀬正範君(西尾 RC)
分区幹事
山田守男君(豊田東 RC)
分区副幹事
杉谷芳紀君(豊田東 RC)
 岡崎 RAC 会長 鈴木大裕君･幹事 山本茂貴君
10 月 20 日(日)ドミー若松店さんにてチャリティー
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10 月お誕生日の皆さん

本日ビジターの皆様

バザーを行います。ご協力お願いします。
 幹事報告
■ 10 月のロータリーレートは 100 円/＄です。
■ 本日例会終了後、４階「末広」にて第４回クラブア

ッセンブリーを開催します。
■ 次週例会終了後、第 9 回理事会を開催します。

■ 10 月 17 日はガバナー公式訪問です。会場は大ホ

ールですのでお間違えの無いようお願いします。
 出席委員会 本日の出席率 89.47%(欠席 6 名)
前々回(9/19)修正出席率 98.28％(欠席 1 名)
 ビジター報告 [岡崎 RC]3 名 [岡崎南 RC]3 名


ニコボックス委員会

 梅村ガバナー補佐･岩瀬地区副幹事･山田分区幹事･
杉谷分区副幹事よりﾆｺﾎﾞｯｸｽへご協力戴きました。
 足立汎和君･永田和氐君･長坂勲君･小木曽進君･市川
幾雄君･青山俊次君･髙木政次君･新浪勝也君 梅村

活動報告：

「おおだの森草刈奉仕作業」

憲一ガバナー補佐を歓迎いたします。
 山中一君 家内の遺品を整理したら担任だった新美
南吉の資料が出てきました。
 橋本義紀君 次男に元気な男の子が生まれました。
 岩崎靖彦君 相続士資格を取得できました。
 安川政男君 本日司会をさせていただきます。
 草野信隆/水野恒彦/春名祐樹君 皆出席を喜んで！
 環境保全委員会 おおだの森草刈清掃のご案内
 ロータリー財団委員会 小銭寄付のお願い
平成 25 年 10 月 6 日(日)

環境保全委員長

林孝夫

10 月 6 日(日)おおだの森にて草刈り清掃および枝祓いの奉仕活動をしました。
青山会長はじめ 7 人と岡崎ローターアクトの 3 人が参加して下草の草刈りと
折れた枝の撤去及び切り口の保護をしてきました。ローターアクトの方も積極
的に作業をしていただき大変きれいになりました。みなさんお疲れ様でした。

１０月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

10/17(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 ｢ガバナー公式訪問｣ 岡崎 RC･岡崎東 RC 合同例会 ガバナー田中正規君
10/24(木)12:30～ 合資会社八丁味噌 ｢職場例会｣ 於：(資)八丁味噌（カクキュー）
10/31(木)

定款第 6 条第 1 節の規定により休会です

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

10 月 14 日（月） 豊田西･豊田三好

法定休日により休会

10 月 16 日（水） 岡崎

岡崎出雲殿 1 階ロビー 11:30～12:30

10 月 16 日（水） 豊田東

トヨタホテルキャッスル 2 階 11:30～12:30

10 月 21 日（月） 豊田三好

保田ヶ池センター2 階事務局 18:15～19:15

10 月 21 日（月） 刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

10 月 22 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル 17:30～18:30

10 月 25 日（金） 豊田中

ルージュガーデン豊田ロビー 11:30～12:30

10 月 25 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

10 月 29 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

10 月 21 日（月）

名古屋 GC

定例会

ひよどり会

10 月 10 日（木）

チャーム

定例会

写楽会

内容

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて掲示
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